●かふぇれすとらん「いちも」

炊きたて御飯の
たまごかけ御飯セット

MAP P20A1

一宮モーニングの公式キャラク
ターが店名に。自慢のモーニン
グは、たまごかけ御飯セットを
はじめ3種類を用意する。13時
以降、単品ドリンクに付くティー
タイムの無料サービスも好評！

モーニング

こちらも
人気

9～11時

co up o n

l

K一宮市栄3-1-2 尾張一宮駅前ビル3
ランチタイムにお食事の方に
階 kJR尾張一宮駅・名鉄一宮駅から徒
ソフトドリンク1杯サービス
歩すぐ J9～17時（17～21時は予約
営業）i無休 pi-ビル立体駐車場147 ※1冊につき4名まで有効
テーブルとカウ
※2021年8月31日まで有効
台
（30分100円）
※20分以内は無料
ンター席を用意

ホットサンドセット
ドリンク代＋150円

ホットサンドはハムチー
ズ、ツナサラダのいず
れかを選択できる

a
モーニングDat

ドリンク代＋100円
お好み焼きと目玉焼きをパンでサンドした一
番人気メニュー。ボリューミーでランチにも！

鉄板
お好み焼き
カフェ STAGE

モーニング

広々とした駐車場
があって入りやすい
m

お好み焼きサンドウィッチ

●てっぱんおこのみやきかふぇ すてーじ

MAP P20C2

!?

※1冊につき1名まで有効
※2022年5月31日まで有効

モーニング

6～16時

得盛りバスケット
ドリンク代＋100円

ドリンク代のみ

こちらも
人気

鉄板で焼いたフレンチトースト。
フルーツたっぷりなのもうれしい！

ドリンク代＋330円
（注文は2名～）
まるで豪華なアフタヌーンティ
ー！ サンドイッチ、
シフォンケ
ーキ、オムレツ、サラダ付き
モーニング

c oup on
ランチ利用の方に
ソフトドリンク1杯サービス
※1冊につき1グループまで有効
※2022年5月31日まで有効

ランチ1100円～
の利用もおすすめ！

新5段パンケーキセット

8～21時

こちらも
人気

こむぎ君の
スコーンモーニング

ドリンク代＋110円
手作りのスコーンやスペ
イン風オムレツ、サラダ、
デザートが一皿に

こむぎ君のキッチン
●こむぎくんのきっちん

t070-1610-2021

MAP P20B2

10～12月の一部週末
市内の高等学校の生徒が考案し
た創作モーニングを実食販売。若
い感性とおもてなしの心が生んだ、
オリジナルメニューをお試しあれ。

テイクアウトできる自慢のモー
ニングを競うイベント。実際に
食べて、気に入ったメニュー
に投票してNo.1を決めよう！

料理教室の先生が始めたカフェ。
国産の小麦粉で焼き上げた食パ
ンやこだわりの卵を使い、料理も
ソースからドレッシングまですべて
手作り。なかでも、1日7セット限
定のプリンセスモーニングは圧巻！

t 0586-72-4611（一宮モーニング協
議会）

t 0586-72-4611（一宮モーニ
ング協議会）

K一宮市八幡3-6-4 k名鉄尾西線西一宮
駅から徒歩2分 J9～15時 i日・月曜 p4台

おもてなしモーニングcafe
開催

テイクアウト
モーニンググランプリ

9～11時

a
モーニングDat

モーニング

モーニングイベントにも注目！

プリンセスモーニング

ナポリタン540円など、
食事のテイクアウトも好評

ドリンク代＋350円
焼きたてのパンケーキがなんと
5枚も！ゆで卵やサラダ、スープ、
ソフトクリームも付いて超お得

鉄板でアレンジした
個性的なモーニングを！

こちらも
人気

a
モーニングDat

店内で焼き上げる5種類の菓子パ
ンにサラダなどが付く。平日限定

パンの器が通常の1.5
倍！オーブンで焼くか
らチーズがトロトロ～

季節のフレンチトースト

MAP P20B1

一日中モーニングが楽しめるカフェ
&レストラン。和洋を問わず、15種 K一宮市浅井町大日比野清郷95-3
類以上のモーニングを用意してい kJR尾張一宮駅・名鉄一宮駅から名鉄
バス川島行で20分、島村下車、徒歩
る。14時以降はドリンクの注文で 8分 J8～22時（料理21時LO、デザー
パフェなどのデザートをサービス！ ト21時30分LO）i無休 p60台

スペシャル
モーニング
チーズカレー

coup o n
お食事・ドリンク注文の方
に手作りお菓子サービス

やわらかく煮込んだ牛肉や野菜がゴロゴロ。
パンの器は最後にトーストして食べてもいい

t0586-53-2022

しっとり甘～い朝食！
夢のパンケーキタワー

お好み焼きをはじめとする鉄板焼
きも楽しめるカフェ。モーニングは
14時まで
（一部除く）
あり、お好み
焼きのトルティーヤ巻きなど、個性
的なメニューが楽しめる。不定期
でミニコンサートも開催する。

こちらも
人気

感謝の気持ちから始まったモーニングの文化が、今や超弩級
のサービスに大発展。なかでも、モーニング発祥の地・一
宮はすごい！ 誰もが驚き、満足する名物モーニングをぜひ！
！

●ぐりーんぐりる

スペシャルモーニング
ビーフシチュー 1000円

の世界
詳しくチェック

グリーングリル

1200円

7時30分～14時
（13時30分LO）

モ

顔は一宮モーニングの原点
である卵と、 朝の太陽をイ
メージ。 衣 裳は繊 維の町・
一宮らしくモーニングで、 靴
もコーヒー色にこだわる。

a
モーニングDat

K一宮市牛野通1-42 kJR尾張一宮駅・
名鉄一宮駅から名鉄バス九日市場行きで
5分、円福寺下車、徒歩8分
（喫茶は～17時）
J9時30分～19時30分
（基本は水曜）p14台
i月2回不定休

l

自家製クロワッサンとプ
チデザート、ミニサラダ。
コーヒーは420円

モーニングのテイクアウトを
提供する店。メニューの詳
細などは、各店舗に確認を。

l

ドリンク代のみ

モーニング

「ICHIMO」

良質な素材を使い、老若男女
を問わず楽しめるシンプルなケ
ーキをパティシエが作る。おす
すめはふわっふわのシフォンケー
キ。お昼の選べるケーキ付きラ
ンチ1250円～も女性客に人気。
モーニングサービス

チ

一宮

超豪華なモーニングで
朝からお姫様気分を♥

こちらも
人気

驚愕サービス
続々！

一宮モーニング公式キャラクター

器まで食べられる
本格洋食モーニング

朝からケーキ三昧の
豪華セットは別腹♥

13

【三】できるだけ一宮産の食材を使うこと。

MAP P20B2

t0586-24-3620

9時30分～11時

K一宮市時之島字下垂
29-14 k名古屋高速
一宮線一宮東ICから車
で10分 J7時30分～
16時 i月・火曜（祝日
の場合は営業）p20台

【二】起源に倣って、卵料理を付けること。

K一宮市千秋町佐野郷西40-1 kJR尾張一宮駅・名鉄一宮駅からiバス千秋町コースで29分、佐野西下車、徒歩7分 J6～17時 i水
曜 p20台

●あるびのーる いちのみやほんてん

シフォンケーキとカットケーキ5
～ 6種類を盛り合わせ。自家
製のクロワッサンとサラダ付き

t0586-82-1760

一宮モーニング三カ条

【一】一宮市内の飲食店で提供されること。

アルビノール 一宮本店

豪華シフォンセット
（数量限定）880円

2021年でオープ
ン31年目となる

特注のパンの器を使ったスペ
シャルなモーニングは全5種
類。ビーフシチューやミートド
リアなど、洋食レストランで修
業経験のあるご主人が調理す
過去にはモーニングの
る。数量限定なのでお早めに。 グランプリで金賞も受賞！

イ

a
モーニングDat

モーニング

MAP P20C2

t0586-52-4684

ドリンク代＋138円
炊きたてのご飯に、一宮産「う
きのタマゴ」をかけて食べる和
風セット。味噌汁、小鉢付き

【一宮モーニングって？】

一宮のモーニングは、ガチャマン景気に湧いた昭和30年代に
誕生。繊維業者が打ち合わせで頻繁に喫茶店を利用してくれ
るため、コーヒーにゆで卵とピーナツをサービスしたのが始まり
とか。しかも、喫茶店の数は県内で第2位だ！ また、最近で
はモーニングのテイクアウトを実施しているお店も増えている。

l

t0586-85-7891

COCORO
CAFE ●こころ かふぇ

l

朝は和食派、パン派
カフェレストラン どちらも満足できる！
「ICHIMO」
a
モーニングDat
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